
Information
くらしの情報

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。 令和4（2022）年■10月令和4（2022）年■10月 1415
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ハロウィンアクセサリーを作
ろう！
10月30日（日）午後2時～2時30分、
2時40分～3時10分、3時20分～3
時50分　※雨天中止
東松山ぼたん園 マーケットデッキ
親子（5歳以上のお子様）
各回2組　計12人
ハロウィンにちなんだアクセサリー
を作ろう。大人はブレスレット、子
供はネックレスを作ることが出来る
よ。
600円
・ 10月1日（土）から、電話又は
で東松山ぼたん園へ。
　☎81-7607 81-7609
info-higashimatsuyama-
pg@seibu-la.co.jp

謎解きゲーム　君は解ける
かな？
10月1日（土）～11月30日（水）午前
9時～午後3時（答え合わせは午後4
時まで）
園内各所にある問題を探して、なぞ
なぞにチャレンジしよう。正解者に
は粗品をプレゼント。
100円（解答用紙代）
・ ・ 東松山ぼたん園
　　　　　☎81-7607 81-7609

東日本大震災の体験とあお
い地区のまちづくり
10月15日（土）午前10時～正午
高坂市民活動センター
80人
東日本大震災を宮城県東松島市で経
験し、その後、防災集団移転、現在
は新規地区で地区会長を務める小
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氏のお話を聞きます。地域の防
災や、暮らしやすい街について、一
緒に考えましょう。

主催　てtoて（市まちづくりサポート
事業支援団体）
で参加者氏名・電話番号をてto

て（tetote2019tetote@
gmail.com）へ。
地域支援課

　☎21-1435 23-2236

　子育ての援助を受けたい人（利用会員）と子育ての援助をしたい人（協力会員）
が会員となり、センターが仲介して、子育てを地域で相互援助する組織です。
（利用会員）市内在住又は在勤で、生後6か月～小学校6年生の子どもの保護者
　（協力会員）市内在住の人（資格、経験、性別などは問いません）
※協力会員は、入会後にセンターが実施する基礎講習会を受講できますので、
初めてでも安心して活動できます。
※利用会員と協力会員を兼ねる両方会員として登録することもできます。
主な活動内容　小学校や保育園の開始前や終了後の送迎・預かり、習い事の送
迎など
利用会員は、協力会員に利用料を支払います。入会費、年会費などはかかり
ません。

援助時間 利用料
①平日午前7時～午後7時 700円／1時間
②平日の①以外の時間、土・日曜日、祝日、年末年始 800円／1時間
※2人以上の子どもを援助する場合は、2人目から利用料が半額となります。
※詳細はファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。
・ ファミリー・サポート・センター☎21-7125
　　　子育て支援課☎63-5005 23-2239

合言葉はトリックオアトリー
ト
　園内にいる目印を付けたスタッフに
合言葉（トリックオアトリート）を言う
と、スタッフが券を渡すよ。その券を
持って事務所でクジを引こう。
10月29日（土）、30日（日）午前10
時～午後4時 （配布は午後3時にて
終了） ※雨天中止
小学生以下
・ 東松山ぼたん園

　　　☎81-7607 81-7609

平和資料館からのお知らせ
□10月の映画会

とき タイトル
10月1日（土）午後2時～（105分） 「最初の人間」
10月8日（土）午後2時～（136分） 「東京物語」
10月15日（土）午後2時～（138分） 「アンナ・カレーニナ」
10月29日（土）午後2時～（87分） 「一人息子」

□戦争体験者証言ビデオ上映会
10月22日（土）午後1時から
・夫の戦死と疎開先での苦難（約12分）
　・児玉教育隊と南方派遣学徒たち（約10分）
■共通事項
講堂
160人（先着順）

平和資料館
　☎35-4111

募集・求人

埼玉県県政サポーター募集

　県では、皆様の声を反映させるため、
インターネットを利用したアンケート
で県政の課題についての意見をお聴き
する「埼玉県県政サポーター」を募集し
ています。埼玉県の現在や将来につい
て考え、県政に参加してみませんか。
満16歳以上でホームページの閲覧
やメールの利用が日本語でできる人
（議員、首長、常勤の埼玉県職員は
除く）

謝礼　アンケート回答で一定ポイント
に達した人に、抽選で県産農産物や
図書カードを進呈
・ 県県民広聴課

※詳細は県 をご確認くだ
さい。
　☎048-830-2850 県

講座・教室・イベント

高坂地区文化祭

10月21日（金）～23日（日） 午前9時
～午後4時（23日は午後3時まで）
高坂市民活動センター、南地区体育
館
各種作品展示、サークルの舞台発表
など
高坂市民活動センター
　☎34-3730 34-3845

おばけのなる木を作ろう

10月22日（土）～10月31日（月）午
前10時～午後4時　※雨天中止
東松山ぼたん園 芝生広場ステージ
ステージに設置されているパネル
に、おばけやかぼちゃ型のカードに
願い事を書き貼り付けよう。
東松山ぼたん園
　☎81-7607 81-7609

ハロウィンメイクでたのしも
う！
10月30日（日）午後2時～4時　※雨
天中止
東松山ぼたん園 マーケットデッキ
10人（申込順）
ハロウィンにちなんだワンポイント
メイクをして、ハロウィン気分を味
わおう。
300円
・ 10月1日（土）から、電話又は
で東松山ぼたん園へ。
　☎81-7607 81-7609
info-higashimatsuyama-
pg@seibu-la.co.jp ぼたん園

ぼたん園てtoて

水道審議会委員募集

　水道事業の経営に関する重要事項に
ついて審議する委員を募集します。
応募資格　市内在住又は在勤で市の水
道を利用している人で、年1回程度
の平日昼間の会議に出席できる満
18歳以上の人。ただし、他の審議
会等の公募委員は応募できません。

募集人数　2人
任期　12月1日（木）から2年間
・ 10月24日（月）までに応募用紙
に必要事項を記入し「これからの東
松山市の水道事業」をテーマとした
小論文（800字以内）を添付して直
接、 又は郵送で〒355-0033東松
山市山崎町21番地上下水道経営課
へ。☎22-1123 22-4389
JOGESUIDOKEIE IKA@ci ty .
higashimatsuyama.lg.jp

※募集要項及び応募用紙等は上下水道
経営課（上下水道庁舎）、市役所、各図
書館、各市民活動センター
にあります。また、水道事
業 からもダウンロードで
きます。 水道事業

ファミリー・サポート・センター
会 員 募 集

申込み

市駅伝競走大会

ひがしまつやまプレミアムグルメ券期間販売のお知らせ

11月27日（日）午前10時（午前9時集合、雨天決行、荒天中止）
東松山陸上競技場
市内在住・在勤・在学の中学生以上
部門　中学校（男子・女子）、町内地区、一般、一般女子の5部門（各
チーム走者7人、補欠は2人まで）
1チーム1,000円（監督者会議にて集金）　
監督者会議　11月18日（金）午後6時30分から総合会館４階多目
的ホール

10年表彰　今大会で出場回数が合計10回に達する選手を、大会
後に郵送にて表彰します。該当する人は申込時に市 から申請
してください（過去にこの表彰を受けた人は対象となりません）。
10月21日（金）までに、市 又は二次元コードから申込み。
スポーツ課☎21-1439 23-2239

販売方法等が変更になりました。ご注意ください。
11月4日（金）～11月６日（日）午前９時～午後５時※売り切れ次第、終了

販売場所等

販売場所

日本スリーデーマーチ
中央会場（市観光協会ブース）
　松山第一小学校校庭
　（松葉町1-1-16）

市観光案内所
　東松山駅ステーションビル2階
　（箭弓町1-12-11）

販売冊数 先着75冊 先着25冊

販売価格　2,000円／冊（グルメ券3,000円 ※1冊500円×6枚つづり）
購入冊数　1人1冊
注意事項
・販売当日は早朝からのお並びはご遠慮ください。
・グルメ券予約販売の申込みは終了しました。当選者の期間販売での購入はご遠
慮ください。　

・日本スリーデーマーチ期間中は、市役所駐車場は使用できません。
市観光協会☎23-3344 23-7775

野本地区文化祭の中止と展
示会のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため次の文化祭は中止となりました。
なお、10月以降、希望団体による作
品展示会を開催する予定です。
10月22日（土）・23日（日）
・ 野本市民活動センター
　　　☎23-7077 23-7063
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